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Press Release

大学受験倶楽部 『ザ・ドリル』が大幅にパワーアップ！

エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社
株式会社 日教販

株式会社 ブックモールジャパン

～本格的な受験シｰズンを迎え、教材、プラン、機能を強化・拡充～

１．教材の拡充について

教材ラインナップは別紙1をご覧ください。

エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長:古賀 哲夫）、株式会
社 日教販（本社:埼玉県戸田市、代表取締役社長:河野 隆史）及び株式会社 ブックモールジャパン（本社:
東京都文京区、代表取締役:山田 俊明）は、人気の問題集をドリル化した教材をスマートフォンやＰＣで学習
することのできる大学受験倶楽部の『ザ・ドリル』に、新たに有名問題集を8教材追加します。１教材あたり月
額100円でご利用いただける新しいプランの提供や、より学習効率を高める新機能の提供と併せ、『ザ・ドリ

ル』のサービス強化を図ります。

２．新プランの提供について

プラン概要・料金は別紙2をご覧ください。

大学受験倶楽部の『ザ・ドリル』は、書籍（参考書・問題集）とＩＣＴ（スマートフォン等）とを組み合わせ、効率
的かつ効果的な学習を行うことのできるサービスです。これまでの全教材使い放題のプランに加え、お好き
なドリル教材だけを選択してご購入いただける『ザ・ドリル月額プラン』と『ザ・ドリル365日プラン』の提供を
平成24年10月12日（金）に開始しました。これにより、お客様は、より安価に、リアルとネットを組み合わせ

た新しいスタイルの学習を進めることが可能となります。

『ザ・ドリル』でご利用いただける教材に、以下の人気8教材を新たに追加します。これにより、提供教材は
54タイトルになります。

『ザ・ドリル』の対応教材は、平成25年1月までにさらに15教材を追加し全69のタイトルをラインナップする

予定です。

※平成24年11月1日（木）～11月30日（金）の間、全国の紀伊國屋書店、三省堂書店、くまざわ書店の主要

店舗において、大学受験倶楽部に対応した書籍を参考書コーナーに陳列し、書籍とドリルを組み合わせた
学習スタイルを受験生に紹介いたします。

（１） 追加教材

（２） 提供開始日

平成24年10月18日（木）

（３） 今後の追加予定

・Ｚ会 『速読英熟語』
・アルク 『改訂版 キクタン 【Basic】 4000』 『改訂版 キクタン 【Advanced】 6000』

『改訂版 キクタン 【Super】 12000』
・中経出版 『日本史まるごと年代暗記180』 『大学入試によく出る！数学の公式が面白いほど使える本』
・実教出版 『ベストセレクション2013年入試！ センター試験 倫理重要問題集』

『問題タイプ別 大学入試センター試験対策問題集 生物Ⅰ』



会社名：エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社
本社所在地：〒106-8566 東京都港区南麻布1-6-15 アーバンネット麻布ビル

５．お問い合わせ先

【一般問い合わせ】

メールアドレス：info@jukenclub.manavino.jp

【プレス問い合わせ】

報道発表資料に掲載された情報は、発表日現在のものです。サービス内容、価格、仕様、お問い合わせ先など
の内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

ネットスクール推進部門 大林、石川
メールアドレス：ns-op@azb.nttls.co.jp
電話番号 ：03-5419-7309

４．キャンペーンの実施について

今回の教材追加にあわせ、平成24年10月18日（木）から平成25年度大学入試センター試験前日の平成25
年1月18日（金）までの間、 『ザ・ドリル』をご購入された方にプレゼントを提供する『ザ・ドリル パワーアップ

キャンペーン』を実施いたします。

会社名：株式会社 日教販
本社所在地：〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田4-2-33

【一般問い合わせ】

メールアドレス：info@nikkyohan.co.jp

【プレス問い合わせ】

デジタル事業部 増澤、東
メールアドレス：info@nikkyohan.co.jp
電話番号 ：048-441-9339

また、新たに、受験生が大学生に受験に関する質問をすることのできるコミュニティサービス『合格サポーター
ズ』の提供も開始しました。大学受験倶楽部の会員（無料）になると、全ての質問と回答が閲覧でき、さらに
『ザ・ドリル』を購入すると合格サポーターズ（大学生）に質問することができます。

合格サポーターズの概要は別紙4をご覧ください。

なお、今回、『ザ・ドリル』のシステムのチューニングによって、問題表示の速度を向上させるとともに、直近に
利用した教材を選択するまでの画面遷移を減らし、より簡単に前回の続きから学習を始めていただけるように
するなど、ユーザビリティの向上も図っております。

※詳細は、大学受験倶楽部サイトのキャンペーン特別ページをご覧ください。
URL：http://jukenclub.manavino.jp/campaign/c-power/

３．新機能等について

『ザ・ドリル』の機能として、『チャレンジモード機能』と『音声対応機能』を平成24年10月12日（金）に追加しまし

た。『チャレンジモード機能』は、一問一答方式ではなく、テストのように問題を連続して出題するものであり、簡
単に実力試しを行うことができます。

『音声対応機能』では、対応教材の学習を音声を使って効果的に進めることができます。本機能は、キクタン
シリーズでご利用いただけます。今後も対応教材を増やす予定です。

新機能の概要は別紙3をご覧ください。



【別紙１-１】 ザ・ドリル教材のラインナップ（ 10/18現在）
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Ｚ会（13）Ｚ会（13）[Z]･･･ 河合出版（16）河合出版（16）[河]･･･ [⽂]･･･

[清]･･･
語学春秋社（4）語学春秋社（4）駿台⽂庫（3）駿台⽂庫（3） [語]･･･[駿]･･･

実教出版（6）実教出版（6）[実]･･･
… 10/18追加

… キャンペーン期間中

順次追加予定

[中]･･･

速読英単語(2)上級編 ［改訂第3版］[Z]速読英単語(2)上級編 ［改訂第3版］[Z]

速読英単語(1)必修編 ［改訂第5版］[Z]速読英単語(1)必修編 ［改訂第5版］[Z]

速読英単語 ⼊⾨編 ［改訂第2版］[Z]速読英単語 ⼊⾨編 ［改訂第2版］[Z]

システム英単語 ［改訂新版］[駿]システム英単語 ［改訂新版］[駿]解体英熟語 改訂第2版[Z]解体英熟語 改訂第2版[Z]

英作⽂ やっていいことわるいこと[河]英作⽂ やっていいことわるいこと[河]

試験に強い！ 物理Ⅰ 要点ハンドブック[⽂]試験に強い！ 物理Ⅰ 要点ハンドブック[⽂]

試験に強い！ 化学Ⅰ 要点ハンドブック[⽂]試験に強い！ 化学Ⅰ 要点ハンドブック[⽂]

試験に強い！ ⽣物Ⅰ 要点ハンドブック[⽂]試験に強い！ ⽣物Ⅰ 要点ハンドブック[⽂]

⼊試に出る 世界史B ⽤語&問題2000 改訂第2版[Z]⼊試に出る 世界史B ⽤語&問題2000 改訂第2版[Z] マーク式基礎問題集31 世界史B［正誤問題］ 五訂版[河]マーク式基礎問題集31 世界史B［正誤問題］ 五訂版[河]

試験に強い！ 世界史B 要点ハンドブック[⽂]試験に強い！ 世界史B 要点ハンドブック[⽂]

⼊試に出る 地理B ⽤語&問題2000 改訂版[Z]⼊試に出る 地理B ⽤語&問題2000 改訂版[Z]

メモリーバンク 現代社会 問題集 最新第3版[清]メモリーバンク 現代社会 問題集 最新第3版[清]

ともかく覚える重要語 センター
「倫理、政治・経済」 ⼀問⼀答 2500[河]

ともかく覚える重要語 センター
「倫理、政治・経済」 ⼀問⼀答 2500[河] メモリーバンク 新倫理 問題集 最新第2版[清]メモリーバンク 新倫理 問題集 最新第2版[清]

メモリーバンク 新政治・経済 問題集 最新第2版[清]メモリーバンク 新政治・経済 問題集 最新第2版[清]試験に強い！ 政治・経済 要点ハンドブック[⽂]試験に強い！ 政治・経済 要点ハンドブック[⽂]

センター試験英語 出題形式別問題集1 英語 第1問
[発⾳・アクセント・発話強調の意図][河]

センター試験英語 出題形式別問題集1 英語 第1問
[発⾳・アクセント・発話強調の意図][河]

ベストセレクション2013年⼊試！センター試験
世界史Ｂ重要問題集[実]

ベストセレクション2013年⼊試！センター試験
世界史Ｂ重要問題集[実]

センター地学Ⅰ 9割GETの攻略法[語]センター地学Ⅰ 9割GETの攻略法[語]

世界史のそのまま出るパターン ⼀問⼀答 三訂版[三]世界史のそのまま出るパターン ⼀問⼀答 三訂版[三]

ベストセレクション2013年⼊試！センター試験
政治・経済重要問題集[実]

ベストセレクション2013年⼊試！センター試験
政治・経済重要問題集[実]

改訂版 キクタン 【Basic】 4000 [ア]改訂版 キクタン 【Basic】 4000 [ア] 改訂版 キクタン 【Advanced】 6000 [ア]改訂版 キクタン 【Advanced】 6000 [ア] 改訂版 キクタン 【Super】 12000 [ア]改訂版 キクタン 【Super】 12000 [ア]

⼊試に出る ⽇本史B ⽤語&問題2100 改訂第2版[Z]⼊試に出る ⽇本史B ⽤語&問題2100 改訂第2版[Z] 誤字で泣かない⽇本史 ⽇本史漢字練習帳 -改訂版-[河]誤字で泣かない⽇本史 ⽇本史漢字練習帳 -改訂版-[河]

マーク式基礎問題集28 ⽇本史B［正誤問題］ 四訂版[河]マーク式基礎問題集28 ⽇本史B［正誤問題］ 四訂版[河] 試験に強い！ ⽇本史B 要点ハンドブック[⽂]試験に強い！ ⽇本史B 要点ハンドブック[⽂]

センター⽇本史Bを速習攻略する王様の公式 500[語]センター⽇本史Bを速習攻略する王様の公式 500[語]

ベストセレクション2013年⼊試！センター試験
⽇本史Ｂ重要問題集[実]

ベストセレクション2013年⼊試！センター試験
⽇本史Ｂ重要問題集[実]

⽇本史のそのまま出るパターン ⼀問⼀答 三訂版[三]⽇本史のそのまま出るパターン ⼀問⼀答 三訂版[三] ⽇本史 まるごと年代暗記 180[中]⽇本史 まるごと年代暗記 180[中] 速読速解 ⽇本史[学]速読速解 ⽇本史[学]

センター攻略 ⼤森茂の ⽣物I[あ]センター攻略 ⼤森茂の ⽣物I[あ]

[学]･･･ 学研マーケティング（5）学研マーケティング（5）
[ア]･･･ アルク（3）アルク（3） 中経出版（3）中経出版（3） [あ]･･･ あすとろ出版（1）あすとろ出版（1）

[ピ]･･･ Linkage Club（１）Linkage Club（１）[L]･･･ﾋﾟｱｿﾝ桐原（2）ﾋﾟｱｿﾝ桐原（2）

[三]･･･ 三省堂（2）三省堂（2）

ベストセレクション2013年⼊試！センター試験
倫理重要問題集[実]

ベストセレクション2013年⼊試！センター試験
倫理重要問題集[実]

問題タイプ別
⼤学⼊試センター試験対策問題集 ⽣物Ⅰ[実]

問題タイプ別
⼤学⼊試センター試験対策問題集 ⽣物Ⅰ[実]

ベストセレクション2013年⼊試！センター試験
現代社会重要問題集[実]

ベストセレクション2013年⼊試！センター試験
現代社会重要問題集[実]

システム英熟語 [駿]システム英熟語 [駿]

解体英語構⽂ 改訂版[Z]解体英語構⽂ 改訂版[Z]

英語 整序問題 精選 600 改訂版[河]英語 整序問題 精選 600 改訂版[河]

マーク式基礎問題集2 英語［⽂法・語法－基礎］
五訂版[河]

マーク式基礎問題集2 英語［⽂法・語法－基礎］
五訂版[河]

マーク式基礎問題集3 英語［⽂法・語法－応⽤］
五訂版[河]

マーク式基礎問題集3 英語［⽂法・語法－応⽤］
五訂版[河]

マーク式基礎問題集5 英語［語句整序］ 五訂版[河]マーク式基礎問題集5 英語［語句整序］ 五訂版[河]

試験に強い！ 英⽂法 要点ハンドブック[⽂]試験に強い！ 英⽂法 要点ハンドブック[⽂]

おまかせ！英⽂法・語法演習888[語]おまかせ！英⽂法・語法演習888[語]

センター試験英語 出題形式別問題集2 英語 第2問
[⽂法・語法、対話⽂完成、語句整序][河]

センター試験英語 出題形式別問題集2 英語 第2問
[⽂法・語法、対話⽂完成、語句整序][河] ALL IN ONE 第4版[L]ALL IN ONE 第4版[L]

世界⼀覚えやすい英単語１０００[中]世界⼀覚えやすい英単語１０００[中]

英熟語イディオマスター[語]英熟語イディオマスター[語] データベース4500 完成英単語・熟語 3rd 
Edition[ピ]

データベース4500 完成英単語・熟語 3rd 
Edition[ピ]

データベース3000 基本英単語・熟語 3rd 
Edition [ピ]

データベース3000 基本英単語・熟語 3rd 
Edition [ピ]

⼊試 漢字マスター 1800+ 三訂版[河]⼊試 漢字マスター 1800+ 三訂版[河]

コゴタロウの2次&私⼤古語・⽤法・⽂法300[河]コゴタロウの2次&私⼤古語・⽤法・⽂法300[河] コゴタロウのセンター古語・⽤法・⽂法200[河]コゴタロウのセンター古語・⽤法・⽂法200[河]

短期集中 インテンシブ 10 国語 ⽂学史[Z]短期集中 インテンシブ 10 国語 ⽂学史[Z]

速読古⽂単語 ［改訂版］[Z]速読古⽂単語 ［改訂版］[Z]

マーク式 基礎問題集12 数学I・A 四訂版[河]マーク式 基礎問題集12 数学I・A 四訂版[河] マーク式 基礎問題集14 数学II・B 四訂版[河]マーク式 基礎問題集14 数学II・B 四訂版[河] ⼤学⼊試によく出る！
数学の公式が⾯⽩いほど使える本[中]

⼤学⼊試によく出る！
数学の公式が⾯⽩いほど使える本[中]

⽣きる漢字・語彙⼒[駿]⽣きる漢字・語彙⼒[駿]

聴くだけ⽇本史⼀問⼀答[学]聴くだけ⽇本史⼀問⼀答[学]

速読速解 世界史[学]速読速解 世界史[学] 聴くだけ世界史 古代〜近代[学]聴くだけ世界史 古代〜近代[学] 聴くだけ世界史 近現代[学]聴くだけ世界史 近現代[学]

速読英熟語[Z]速読英熟語[Z]

⾳読英単語 ⼊⾨編[Z]⾳読英単語 ⼊⾨編[Z] ⾳読英単語 必修編 ［新装版］[Z]⾳読英単語 必修編 ［新装版］[Z]

New!New!New!

New!

New!

New!

New!

New!
提供予定

提供予定提供予定提供予定

提供予定

提供予定

提供予定

提供予定

提供予定

提供予定

提供予定

提供予定

提供予定

提供予定

提供予定

提供予定 New!



【別紙１-２】ザ・ドリル教材のベースとなる問題集⼀覧＜追加教材＞（10/18現在）

改訂版 キクタン
【Basic】4000

（アルク）

改訂版 キクタン
【Advanced】6000

（アルク）

改訂版 キクタン
【Super】12000

（アルク）

データベース4500 
完成英単語・熟語

3rd Edition
（ピアソン桐原）

データベース3000 
基本英単語・熟語

3rd Edition
（ピアソン桐原）

システム英熟語
（駿台⽂庫）

世界⼀覚えやすい
英単語１０００
（中経出版）

⽣きる漢字・語彙⼒
（駿台⽂庫）

⼤学⼊試によく出る！
数学の公式が⾯⽩いほど
使える本（中経出版）

センター攻略 ⼤森茂の
⽣物I（あすとろ出版）

ベストセレクション2013年
⼊試！センター試験
現代社会重要問題集

（実教出版）

⽇本史 まるごと
年代暗記 180
（中経出版）

問題タイプ別 ⼤学⼊試
センター試験対策問題集
⽣物I（実教出版）

ベストセレクション2013年
⼊試！センター試験

倫理重要問題集
（実教出版）

速読速解 ⽇本史
（学研マーケティング）

聴くだけ
⽇本史⼀問⼀答

（学研マーケティング）

速読速解 世界史
（学研マーケティング）

聴くだけ
世界史 古代〜近代

（学研マーケティング）

聴くだけ
世界史 近現代

（学研マーケティング）

ALL IN ONE 
第4版

（LinkageClub）

速読英熟語
（Z会）

⾳読英単語 ⼊⾨編
（Z会）

⾳読英単語
必修編 [新装版]

（Z会）

10/18追加教材10/18追加教材

キャンペーン期間中に追加予定の教材キャンペーン期間中に追加予定の教材

英 語 数 学 理 科 社 会

英 語

国 語 社 会理 科



【別紙１-３】ザ・ドリル教材のベースとなる問題集⼀覧＜既存教材＞

解体英語構⽂ 改訂版
（Z会）

速読英単語 ⼊⾨編
［改訂第2版］

（Z会）

速読古⽂単語
［改訂版］

（Z会）

マーク式基礎問題集3 英語
［⽂法・語法－応⽤］ 五訂版

（河合出版）

英語 整序問題 精選
600 改訂版

（河合出版）

英作⽂ やっていいこと
わるいこと

（河合出版）

コゴタロウの2次&私⼤
古語・⽤法・⽂法300

（河合出版）

誤字で泣かない ⽇本史
⽇本史漢字練習帳 -改訂版-

（河合出版）

マーク式基礎問題集28 
⽇本史B［正誤問題］

四訂版
（河合出版）

ともかく覚える重要語 センター
「倫理、政治・経済」 ⼀問⼀答

2500 （河合出版）

おまかせ！英⽂法・
語法演習888 

（語学春秋社）

センター⽇本史Bを速習攻略
する王様の公式 500 

（語学春秋社）

メモリーバンク
現代社会 問題
集 最新第3版
（清⽔書院）

試験に強い！
物理Ⅰ 要点ハ
ンドブック
（⽂英堂）

試験に強い！ 英⽂法
要点ハンドブック

（⽂英堂）

システム英単語
［改訂新版］
（駿台⽂庫）

センター試験英語 出題形式別
問題集1 英語 第1問 [発⾳・
アクセント・発話強調の意図] 

（河合出版）

コゴタロウの
センター古語・⽤

法・⽂法200
（河合出版）

解体英熟語 改訂第2版
（Z会）

試験に強い！
化学Ⅰ 要点ハ
ンドブック
（⽂英堂）

試験に強い！
⽣物Ⅰ 要点ハ
ンドブック
（⽂英堂）

マーク式基礎問題集31 
世界史B［正誤問題］

五訂版
（河合出版）

メモリーバンク
新倫理 問題集

最新第2版
（清⽔書院）

メモリーバンク
新政治・経済 問
題集 最新第2版
（清⽔書院）

試験に強い！
⽇本史B 要点
ハンドブック
（⽂英堂）

⼊試に出る ⽇本史B 
⽤語&問題2100 改訂第2版

（Z会）

⼊試に出る 世界史B 
⽤語&問題2000 改訂第2版

（Z会）

⼊試に出る 地理B 
⽤語&問題2000 
改訂版（Z会）

試験に強い！
世界史B 要点
ハンドブック
（⽂英堂）

試験に強い！
政治・経済 要点
ハンドブック
（⽂英堂）

速読英単語(2)上級編
［改訂第3版］

（Z会）

速読英単語(1)必修編
［改訂第5版］

（Z会）

マーク式基礎問題集2 英語
［⽂法・語法－基礎］ 五訂版

（河合出版）

マーク式基礎問題集5
英語［語句整序］ 五訂版

（河合出版）

センター試験英語 出題形式別
問題集2 英語 第2問 [⽂法・
語法、対話⽂完成、語句整序] 

（河合出版）

短期集中 インテンシブ
10 国語 ⽂学史

（Z会）

ベストセレクション
2013年⼊試！セン
ター試験 ⽇本史Ｂ

重要問題集
（実教出版）

ベストセレクション
2013年⼊試！セン
ター試験 世界史Ｂ

重要問題集
（実教出版）

英熟語イディオマスター
(語学春秋社)

マーク式 基礎問題集12 
数学I・A 四訂版

（河合出版）

マーク式 基礎問題集14 
数学II・B 四訂版

（河合出版）

センター地学Ⅰ
9割GETの攻略法
（語学春秋社）

ベストセレクション
2013年⼊試！セン
ター試験 政治・経
済重要問題集
（実教出版）

⽇本史のそのま
ま出るパターン
⼀問⼀答 三訂版
（三省堂）

世界史のそのま
ま出るパターン
⼀問⼀答 三訂版
（三省堂）

⼊試 漢字マス
ター 1800+ 

三訂版
（河合出版）

数

学



商品名 概要価格

980円/⽉（税込）
↓

700円/⽉（税込）

ザ・ドリル
⽉額プラン 100円/⽉（税込） ■販売開始：平成24年10⽉12⽇

■概要：選択した１教材をご利⽤できるプランです。

【別紙２】ザ･ドリルのプラン概要・料⾦

ザ・ドリル
365⽇プラン 600円（税込） ■販売開始：平成24年10⽉12⽇

■概要：購⼊した⽇から365⽇間、選択した1教材をご利⽤できるプランです。

ザ・ドリル
全教材パック
365⽇プラン

3,980円（税込）
■販売期間：平成24年10⽉12⽇〜平成25年１⽉18⽇
■概要：購⼊した⽇から365⽇間、全ドリルが使い放題のプランです。
※期間限定商品として平成25年1⽉18⽇まで提供いたします。

⽉
額
継
続
払
い

初
回
⼀
括
払
い

ザ・ドリル
全教材パック
⽉額プラン

■販売開始：提供中
■概要：全ドリルが使い放題のプランです。
※当該商品は平成24年10⽉12⽇〜平成25年1⽉18⽇まで特別価格で
提供いたします。1⽉18⽇までにお申し込みいただければ、
サービス利⽤期間中はずっと「700円/⽉」のままです。



制限時間 :０秒⼀般正解率 : －%

POINT

【別紙３】ザ・ドリルの新機能

POINT
出題範囲や条件を指
定して、実⼒チェッ
クができます。

POINT
テスト形式で問題を
連続して出題し、
採点します。

チャレンジモード機能 音声対応機能

POINT
⾳声ボタンを押して
繰り返し発⾳を聴く
ことができます。

正答率と正誤が表⽰。
間違った問題の復習
もできます。

チャレンジモードは⾃分の実⼒を試すことができる、テストモードです。教材の中から、
さまざまな条件を指定し、ランダムに問題を出題することができます。
これにより、「不安」な範囲を集中的にテストをして試すなど、より実践的な勉強が
できるようになります。

問題出題に⾳声機能を追加。
英語などリスニングが必要な教材に
対応できるようになります。



【別紙４】合格サポーターズ概要

合格サポーターズ、はじまる！

 合格サポーターズは、勉強⽅法や⼤学の選び⽅等、友だちに聞いても解決できない受験の悩みを、
⼤学⽣（サポーターズ）に質問できるサービスです。

 ⼤学受験倶楽部の会員（無料）になると、合格サポーターズに寄せられた受験に関する質問と、
サポーターズの回答を全て閲覧することができます。

 『ザ・ドリル』購⼊者は、いつでも気軽に無料でサポーターズに質問をすることができます。
経験豊富なサポーターズから⾃分にぴったりの回答をもらい、受験に挑みましょう。

ザ・ドリル購⼊者
（質問者）

⼤学受験倶楽部会員
（閲覧者）

サポーターズ
（回答者）

合格サポーターズ合格サポーターズ

質問

回答

閲覧

私はこんな勉強を
して苦⼿意識を克
服しました！

○○⼤学に受かった友
達は皆△△の問題集を
愛⽤していました。

苦しい時期だけど、今頑
張れば楽しい⼤学⽣活が
待っている。頑張れ！

⼊試まで時間がないの
に英作⽂が苦⼿です。
どうしたらいいの？

同じ悩みを抱えて
いる⼈がいた！
なるほど…


